
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-975-0543 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1813921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-1146 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1820321 各種保険： 雇用・労災 月平均 20時間

     TEL: 055-991-5544 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1713521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-5541 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1769121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0875-83-3050 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 37040- 1455521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-4610 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1723321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-1300 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1752021 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010- 6525821 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 6527521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-2660 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1732621 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 03-6833-6672 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-22698421 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 69人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13070-12619021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1819521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市玉川４０４－１

時給 美容師

950円～1,000円

静岡県三島市玉川２６３

13

美容院　受付　事務 美容院受付
電話対応、会計、パソコン作業、予約
受付、等
事務全般、雑務（掃除、洗濯、等）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円
又は6時00分～23時00

静岡県三島市徳倉９１０－８

12

接客・調理（コナズ
珈琲　三島店）＊急
募＊

コナズ珈琲　三島店
【ハワイアンカフェ専門店】
カフェでのホール・キッチンのお仕事
です。
レジ、オーダー、料理・ドリンクの提
供、
洗い場のお仕事などもお願いします。

パート労働者 株式会社トリドールジャパン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)12時00分～17時00

950円～950円 (3)17時00分～1時00分
又は10時00分～1時00

静岡県伊東市八幡野１２８３－７８

11

ホール・キッチンス
タッフ／伝丸／三島
徳倉店

「伝丸」は全国に展開しているらーめ
ん屋さんです！
チェーン店だからこそ、入社時の研修
やマニュアルがしっかりしているので
フード業界未経験の方でも安心してお
仕事がスタートできます。
具体的な業務としては、「ホールス

パート労働者 株式会社　エイ・ダイニング
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給 事務仕事、接客。

1,000円～1,000円

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

10

案内事務員 ●断食と食養生の施設で、ご予約受付
け（メール、電話）が
主な仕事です。

その他の業務
●ゲスト部屋割り作成、ゲスト情報入
力など。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　やすらぎの里　本館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

9

送迎ドライバー／三
島市

・高齢者の送り迎え（自宅からデイ
サービス施設）
・日報の記入

＊未経験者歓迎！

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 デイサービス経験、
夜勤業務経験者優遇950円～1,000円

静岡県三島市玉川４２５－１

8

介護職員（夜勤）／
三島市

サガミシードの運営するデイサービス
での夜勤職員です。
お泊りデイ利用者（最大５名まで）の
夜間見守り、介助等

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～8時00分

時給 (2)16時30分～19時45

913円～913円

静岡県三島市松本２６５－１８

7

（請）調理補助 「調理補助の業務内容として」

・あかなすの里厨房内での業務で調理
師等責任者の指示に基づいた　調理補
助業務。
・料理の盛付、機械での洗浄及び清掃
等の業務を行います。

パート労働者 交替制あり 株式会社　駿豆給食センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～20時00

時給 (2)9時00分～18時00分

913円～950円 (3)5時00分～9時00分
又は13時00分～18時30

静岡県三島市玉川９－１
ルート１三島ＳＳ

6

パン製造・販売 ＜パン製造・販売業務＞
下記業務を担当していただきます。
・パンの製造（原料の計量・混合、生
地作り・発酵・成型・焼成）
・サンドイッチ製造
・焼成後の仕上げ
・接客販売

パート労働者 交替制あり 株式会社　パン工房　ＹＡＭＡＮＡＫＡ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

1,000円～1,000円
又は0時00分～23時59

静岡県三島市梅名３１７－５

5

ＳＳサービススタッ
フ（ルート１三島Ｓ
Ｓ）

＊ご来店頂いたお客様の乗用車・ト
ラックを誘導して、
　給油、窓拭き、お会計等をして頂き
ます。
＊施設の清掃、会員カードお勧めや洗
車・ピット作業補助
　などもして頂きます。

パート労働者 株式会社　吉田石油店
雇用期間の定めなし

時給 (2)12時15分～20時00

1,000円～1,050円

静岡県三島市一番町１８－２２

4

販売員 　　　　　＜＜販売員の内容として＞
＞

・荷物だし作業
・店内の商品補充
・清掃業務（店内フロアー等）
・売場の整理整頓（陳列の直し等）

パート労働者 株式会社　西松屋チェーン　三島店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～20時00

株式会社　伊豆フェルメンテ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給 テレフォンオペレー
ター経験1,000円～1,500円

又は8時30分～17時30

静岡県三島市中島２８５－１

3

【在宅勤務】テレ
フォンオペレーター

【在宅勤務なので全国どこからでもご
応募可能】

当社法人向けサービス（インターネッ
ト関連サービス）を、企業へお電話で
ご案内いただくお仕事です。
電話のかけ方、サービスについて、こ

パート労働者 株式会社　Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～12時30

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
・ハローワーク三島　　　　　　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　　 電話　055-980-1300
・ハローワーク伊東　　　　　　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　　　　　　　　　　　　電話　0557-37-2605
・熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
・伊豆市地域職業相談室　　　　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　                     電話　0558-74-3075

静岡県三島市平成台６番地

2

麺の製造　配達 学校給食麺などの製造、配送をお願い
します。
・茹でた麺を計り個別包装
・各学校に配送
・職場の清掃
当社パート従業員は、皆様、四年以上
働いています。

パート労働者 株式会社　室伏孝一商店
雇用期間の定めなし (1)7時30分～12時00分

時給

913円～1,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

食品製造 ・デザート、ジャム、甘酒、味噌、金
山寺味噌の製造作業
・食品の箱詰め、梱包作業
・器具の洗浄及び清掃

パート労働者

1/14



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-941-8223 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1690021 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-972-8740 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 1632721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 1700121 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1701021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1725921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-251-0770 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 6190521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-8915 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 臨床工学技士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1718121 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 050-3145-1236 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 1719021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3145-1236 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1755221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-928-7123 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1628421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1803321 各種保険： 労災・健康・その他 月平均 2時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1804621 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 055-988-0666 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 医療事務資格 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療秘書士

求人番号: 22050- 1633821 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 5時間

静岡県三島市壱町田５１－１　英光ビル２　１Ｆ

時給 (2)15時00分～20時00 医療関係事務経験者
優遇1,100円～1,200円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

26

受付・助手 ・受付業務
・レセコン
・レジ管理
・予約受付
・カルテ作成
・患者様誘導
・歯科診療補助　

パート労働者 交替制あり 米山デンタルオフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給

1,100円～1,300円
又は9時30分～20時30

静岡県三島市徳倉８７６－２６

25

歯科助手　受付 歯科医院での受付及び診療アシスタント パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 (2)18時00分～21時00

1,200円～1,300円

静岡県三島市西本町１１－８

24

歯科助手　受付 歯科医院での受付及び診療アシスタント パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 医療事務や保険診療
に関する十分な知
識・経験

1,200円～1,200円
又は14時30分～18時30

静岡県三島市谷田５２３－７

23

受付・看護助手 当院（内科・皮膚科）にて、主に受付
業務（状況により看護補助業務）を
行っていただきます。

◎受付、会計、患者様誘導
◎電話対応
◎健保組合等への請求業務（レセプト

パート労働者 にしわきクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時30分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,200円～1,250円
又は8時30分～18時00

静岡県三島市谷田５２３－７

22

受付事務 クリニックにおける受付事務兼助手と
しての業務全般を担当
電話対応
外来患者の受付対応
未経験者可

パート労働者 桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給 看護師　准看護師免
許3,000円～3,000円

静岡県三島市長伏２２４－５

21

看護師、准看護師 クリニックにおける看護師業務 パート労働者 桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)16時00分～18時30

時給

1,580円～1,620円
又は7時30分～14時30

静岡県三島市南本町１５－３５
　三島レディースクリニック

20

臨床工学技士 臨床工学技士業務をしていただきま
す。
透析室での業務をしていただきます。

パート労働者 交替制あり 医療法人　社団　岡田じんクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

時給

1,300円～1,500円
又は8時30分～13時00

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

19

外来看護師／三島市 ○不妊治療・婦人科における患者様の
治療の説明やご相談
○不妊治療中に行う注射・与薬の看護
業務
○採卵・移植の介助

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　幸のめばえ
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,050円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

18

介護老人保健施設
ラ・サンテふよう
調理補助

介護老人保健施設の入所者（１００人）に提供する食事に係る調理の補助および配膳と食器の片づけなど。パート労働者 交替制あり 医療法人社団志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～16時30分

914円～1,364円 (3)12時00分～20時00

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

17

看護助手（病棟） 〈看護助手業務〉
入院患者の看護補助業務を担当してい
ただきます。
・食事準備（配膳・下膳等）
・環境整備（シーツ交換等）
・看護の補助業務（おむつ交換等）
・上記内容に付帯する業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時45分～14時45分

時給 (2)0時30分～8時30分 ５年以上の経験

2,264円～2,887円

静岡県三島市青木１６４

16

看護師（夜勤専門） 〈看護師の業務として〉
　・病棟看護業務
　・診察補助、注射、点滴、カンファ
レンス
　・急性期、慢性期看護
　・入院から在宅までの患者ケア
　・電子カルテ入力

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時30分～0時30分

時給 幼児施設での、保育
経験があると助かり
ます。新卒等で経験

1,100円～1,250円
又は12時00分～19時00

静岡県三島市東大場１丁目３２－４　あかねハイツ１０１

15

保育補助 幼保連携型認定こども園での保育の補
助です。保育士または幼稚園教諭の資
格が必要です。両方の資格を持ってい
ることが好ましいです。

・行事等あります。（遠足、のびるま
つり（出しものやバザー）、

パート労働者 資格が必要です。資
格を取得するために
通った機関等は不問

学校法人　のびる学園　幼保連携型認定こども園のびる幼稚園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時00分

時給 美容師経験

950円～1,350円
又は9時00分～18時00

14

美容師アシスタント
技術者

・美容室業務全般です。アシスタント
業務、技術業務問わず全般に　仕事を
してもらいます。
・カット、カラー、パーマを行います
・経験によってスタイリストかアシス
タントをしていただきます
・パソコン（ワード・エクセル）でチ

パート労働者 交替制あり Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ！　Ｈａｉｒ
雇用期間の定めなし
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-975-1940 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1789221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-987-9101 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1749421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-1940 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1660421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-23566021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010- 6009221 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2329321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2331021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-980-5422 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1704221 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-980-5422 従業員数 36人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 1707321 各種保険： 労災・健康 月平均 2時間 その他の福祉・介護関係資格

     TEL: 055-977-9800 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 1714421 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-977-9800 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1716621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 1728721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 1729821 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市御園５８０

時給 介護の実務経験

1,000円～1,200円
又は7時00分～18時30

静岡県三島市御園５８０

39

介護職（御寿園） 介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の介護（食事、入浴、排泄の介助他）。パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 看護師の実務経験

1,500円～2,000円

静岡県三島市大場３９２－２

38

看護師、准看護師
（御寿園）

介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の利用者に対し、日常の看護及び保健衛生に関する業務パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)15時45分～17時15

1,000円～1,000円

静岡県三島市大場３９２－２

37

送迎ドライバー 高齢者デイサービスの利用者さんの
朝・夕方の送迎のドライバーで主にワ
ンボックスキャラバンの運転（補助と
して介護職員も同乗します。）
送迎エリアは三島市中部～函南町全
域。
送迎の他、車両の管理（給油・窓ふ

パート労働者 株式会社　ホームトピア・ダイバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～9時15分

時給 介護施設での勤務経
験あれば尚可913円～950円

又は8時00分～17時00

静岡県三島市萩１９６－１

36

介護スタッフ 高齢者デイサービスでサービス提供時
間（９：００～１６：０５）中の、利
用者様に対する介護サービスの提供で
す。（月～土曜日、毎日２０～３０人
程の方が利用されています。）
ご利用者様の送迎の補助、入浴やトイ
レや食事などの介助、レクリエーショ

パート労働者 株式会社　ホームトピア・ダイバ
雇用期間の定めなし

時給 (2)9時30分～18時30分

1,068円～1,118円 (3)16時30分～9時30分

静岡県三島市萩１９６－１

35

グループホーム　介
護職員（パート職
員）

「みしまケアセンターそよ風」におけ
る、グループホーム入所者（１８名）
の下記介護業務等を行っていただきま
す。
＊やさしい方、笑顔が好きな方、まず
電話してみてください。
＊能力によって、時給に変化あり（夜

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 (2)16時30分～18時00 介護の経験があれば
大歓迎ですが、経験
がない方も是非ご応

920円～940円

静岡県三島市徳倉３－１－５３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン三島」

34

送迎ドライバー ・デイサービスのお客様の送迎
　（タントやハイエース等を使用。全
てＡＴ車です）
・洗車
・車両点検（簡単な車両点検の仕方は
研修があります）等

パート労働者 交替制あり 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時00分～9時30分

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市徳倉３－１－５３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン三島」

33

正看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

パート労働者 交替制あり 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市栄町１０－１４　遠
藤ビル１Ｆ
アサヒサンクリーン株式会社　三
島事業所

32

准看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

パート労働者 交替制あり 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,580円～1,580円

静岡県三島市加茂川町３８７９－
４　
「あんしんホーム三島」「ケス
テーションあさひ三島」

31

訪問入浴看護職員／
三島事業所（三島
市）

訪問入浴サービスにおける、看護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、介護職員が入
浴機材等の準備をしている間にお客様

パート労働者 アサヒサンクリーン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 介護施設での事務経
験ある方歓迎913円～913円

静岡県三島市芙蓉台２丁目３－１７

30

事務スタッフ（三
島）≪急募≫

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
・電話対応、パソコン操作、小口現金
管理、書類作成、接客、買い出し　等

パート労働者 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 子どもが好きな方、
調理師、栄養士資格
があれば尚可

920円～1,000円
又は7時30分～16時30

静岡県三島市徳倉４－１０－３

29

調理または調理補助 認定こども園の昼食、おやつの調理、片付け パート労働者 社会福祉法人　静岡恵明学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～18時00

静岡県三島市谷田１６２９－３８

28

保育士 ・乳幼児の保育全般になります。
・９０名の乳幼児を２０名程度の保育
士で対応しています。
・未経験者の方は指導致します。

上記内容に付帯する業務になります。


パート労働者 社会福祉法人　栄幸会　北上保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 保育士としての知
識、経験950円～1,200円

又は7時30分～18時00

27

保育士 保育所型認定こども園の保育士業務全
般

パート労働者 交替制あり 専修学校、資格試験
合格者も可

社会福祉法人　静岡恵明学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-982-0770 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1634221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-0770 従業員数 19人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1637321 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-988-1641 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1802421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22100- 2348321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3457-1222 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 木金土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-22465321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3457-1222 従業員数 2人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 木金土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-21272021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-5353 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1791921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-5353 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月火水木金日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1794721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-681-7107 従業員数 33人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23030- 4875121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1735021 各種保険： 雇用・公災 月平均 1時間

     TEL: 090-8005-6370 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1818221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  534821 各種保険： 労災 月平均 6時間

     TEL: 055-974-2236 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1646621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市北江間１４１－２

時給 (2)9時00分～13時00分

940円～940円 (3)8時00分～15時00分
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市伊豆山８２４－５
『東急ハーヴェストクラブ熱海伊
豆山＆ＶＩＡＬＡ』

52

食品製造（牛乳寒
天）

食品（牛乳寒天）製造に伴うサポート
業務
１）製造補助
　・液体を容器に充填する作業（手作
業）
　・容器を包装機にセットする作業
　・包装機より包装された商品を取り

パート労働者 株式会社フルーツバスケット
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県伊豆の国市寺家２６２

51

客室清掃スタッフ
【熱海市伊豆山】

ホテル客室清掃
〇ベットメイキング
○掃除機をかける
○ゴミの片付け
○洗面・風呂・トイレなど水回りの拭
きあげ、等


パート労働者 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時45分～14時45分

時給

920円～920円
又は8時00分～15時00

静岡県三島市北田町４－４７

50

ミニトマトの収穫等 ミニトマトの収穫、パック詰め等の農作業です。パート労働者 井原農園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

月給 基本的なパソコン操
作（エクセル、ワー
ド）

1,244円～1,244円

静岡県三島市文教町１丁目４－１９

49

産業保健師（人事
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

産業保健師としての業務
職員の健康管理（健康診断・職場巡視
などの労働安全衛生）に関する事業の
実施、相談、指導、電話対応、窓口業

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給

930円～930円

こまきウィメンズクリニック
静岡県三島市西若町７－４５

48

調理補助（ＪＲ東海
総合研修センター）
未経験者歓迎！

※三島市で調理補助（パート）募集！
土・日・祝休み！
　５時間程度のお仕事です！
　大手企業の研修施設での調理補助業
務全般。　
　料理の盛り付け、仕込み、配膳、洗
浄等をお願いします。

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

920円～1,000円

三島本町タワー
静岡県三島市本町３－２９

47

（請）交通誘導警備
員（病院　週１勤
務）

毎週土曜日の午前中（９：１５～１
２：１５）のみ
婦人科病院の駐車場で活躍してくれる
方を募集します。
弊社は主に２号警備（交通、雑踏）の
会社です。


パート労働者 株式会社　ビオ企画
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時15分～12時15分

時給

920円～1,000円

静岡県三島市中２５９－２、２５９－９

46

（請）警備員（早朝
４Ｈを週２～３勤
務）

スーパー裏の業者用スぺースでの車両
誘導と、
お客様駐車場の巡回警備をしてくれる
方を募集します。

主な業務は、車両の出入誘導、荷卸し
中の警戒と作業補助、

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビオ企画
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

940円～940円

静岡県三島市中２５９－２、２５９－９

45

【６０歳以上】マン
ション管理人／静岡
県三島市／週３日

【窓口業務】居住者の問い合わせ等に
対応
【巡回業務】建物、設備等に異常がな
いかどうかを点検
　　　　　（電球が切れていないか
等）
【立会業務】業者等の点検業務実施状

パート労働者 株式会社　長谷工コミュニティ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

940円～940円

静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー三島店

44

マンション管理人／
静岡県三島市／週３
日

【窓口業務】居住者の問い合わせ等に
対応
【巡回業務】建物、設備等に異常がな
いかどうかを点検
　　　　　（電球が切れていないか
等）
【立会業務】業者等の点検業務実施状

パート労働者 株式会社　長谷工コミュニティ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)10時30分～17時00

913円～913円 (3)20時00分～22時00

静岡県三島市大社町１－１０


43

（請）日常清掃（イ
トーヨーカドー三島
店）

「イトーヨーカドー三島店」におい
て、店舗内外の清掃業務を担当してい
ただきます。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分

時給

913円～913円

静岡県三島市安久６６０番地の１
０
他

42

（請）受付業務 休日の受付業務 パート労働者 株式会社　エム・アイ・総合美装
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時00分

時給 (2)1時00分～9時00分 ・介護福祉業界での
就業経験や、在宅で
の介護支援経験

1,000円～1,200円

・三島市安久６５８番地の６
・他

41

夜勤専従介護員 当社の運営する高齢者認知症対応型共
同生活介護施設（三島市、
函南町）、サービス付き高齢者向け住
宅（三島市２施設）にて、
夜間帯の入居者様への介護、支援に携
わって頂きます。
・身体介護、生活支援等を入居者様個

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　富南
雇用期間の定めなし (1)17時00分～1時00分

時給 (2)9時00分～12時30分 ・調理経験者。
　施設等での給食調
理経験あれば尚可

920円～1,100円 (3)14時30分～18時3040

調理員 当社が運営する、サ高住『グランパー
ソンふなんさん家』、
『デイサービスふなん』にて、入居者
様へ提供する食事作り、
それに付随する業務に携わって頂きま
す。

パート労働者 交替制あり 有限会社　富南
雇用期間の定めなし (1)5時30分～9時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8207721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8212121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8215821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8218421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8221021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8223821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8229921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 8230721 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8615421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8616321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8618921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8620821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8621221 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

時給 (2)18時00分～23時00

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

65

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～10時00分

時給

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

64

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～22時00

920円～1,100円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

63

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊豆長岡金城館

・お客様対応
・お料理の補充や下膳
・食器類の補充
・バイキング会場の片づけ等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給 (2)16時30分～22時00

920円～1,100円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

62

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊豆長岡金城館

・お客様対応
・お料理の補充や下膳
・食器類の補充
・バイキング会場の片づけ等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給

920円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

61

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊豆
長岡金城館

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

60

ホテルの施設管理ス
タッフ／大仁ホテル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～21時00

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

59

ホテルの調理補助ス
タッフ／大仁ホテル

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

58

ホテルの調理スタッ
フ／大仁ホテル

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給 (2)18時00分～22時00

920円～920円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

57

ホテルの洗い場ス
タッフ／大仁ホテル

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

56

ホテルの客室清掃ス
タッフ／大仁ホテル

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)17時00分～21時00

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

55

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／大仁ホテル

・お客様対応
・お料理の補充や下膳
・食器類の補充
・バイキング会場の片づけ等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

920円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

54

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／大仁
ホテル

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,000円
又は8時00分～21時00

53

ホテルのフロント・
予約スタッフ／大仁
ホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8623421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8624321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 8626921 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 055-948-3040 従業員数 103人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1653321 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-949-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1776921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 1798421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1679421 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 

     TEL: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1840021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1844521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030- 2547621 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 13040-22095621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 13040-22096921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 13040-22098021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

時給

1,013円～1,100円

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

78

≪急募！！≫日勤の
み介護スタッフ・
パート／伊豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）○
巡回、コール対応
○介護記録等
＊未経験からスタートした方も多数活
躍中！

パート労働者 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,013円～1,100円 (3)16時30分～9時30分

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

77

＜急募＞介護スタッ
フ・パート／伊豆の
国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）○
巡回、コール対応
○介護記録等
＊未経験からスタートした方も多数活
躍中！

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

時給 現場経験

1,180円～1,180円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１
　公益財団法人　伊豆保健医療セ
ンター
　伊豆保健医療センター

76

＜＜急募！！＞＞生
活相談員・パート／
伊豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス。
○生活相談員として、ご利用者様の
日々の生活相談業務。
○各記録、書類作成
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○ご家族やケアマネージャーとの対応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時00分～12時30分 医療機関での医療事
務経験920円～970円 (3)7時20分～11時50分

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

75

医療事務（伊豆保健
医療センター）

当社受託先事業「公益財団法人　伊豆
保健医療センター」
において医療事務業務を担当して頂き
ます。

・患者様の受付
・保険証の確認

パート労働者 交替制あり 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給 (2)14時00分～19時30 経験者優遇

1,200円～1,500円
又は8時30分～18時00

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

74

歯科衛生士 ＊歯科診療の医師のアシスタント業務
＊口腔衛生指導（歯石の除去等）
＊診療器具の準備（トレーセット等）
＊消毒・滅菌等

＊上記内容に付帯する業務となりま
す。

パート労働者 交替制あり 西島歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給

920円～1,000円
又は8時30分～19時30

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

73

歯科助手 ＊歯科診療の医師及び歯科衛生士の指
示による業務
＊診療器具の準備（トレーセット等）
＊消毒・滅菌
＊受付業務、窓口業務、電話対応等

＊上記内容に付帯する業務になりま

パート労働者 交替制あり 西島歯科クリニック
雇用期間の定めなし

その他 (2)12時00分～8時30分

913円～913円

静岡県伊豆の国市寺家２４６－１

72

事務（当直業務） ＜病院の医事業務全般を担当していた
だきます＞
○医療事務
　・窓口業務、収納業務、診療報酬業
務、会計業務
　・電話対応、電子カルテ操作（受
付・会計入力）、入退院手続き　　来

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)17時00分～8時30分

時給 (2)8時30分～15時15分 看護師業務経験

1,305円～1,493円

静岡県伊豆の国市寺家２４６－１

71

非常勤講師（看護
師）

医療的ケアを必要とする児童生徒の対応をお願いします。パート労働者 静岡県立東部特別支援学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～15時30分

時給 (2)10時00分～14時15

947円～1,122円

静岡県伊豆の国市長岡６５９

70

非常勤労務職員（校
内介助員）

児童生徒に安心安全な教育環境を提供し、学校教育の質の向上を図ります。主に授業時の教員の補助、児童生徒の移動時の介助、給食時の配膳片付等を行っていただきます。児童生徒が活動する日時の勤務です。パート労働者 静岡県立東部特別支援学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～13時45

時給

1,200円～1,300円
又は7時00分～17時30

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

69

送迎バス運転手 ホテルサンバレー伊豆長岡の送迎バス
運転手のお仕事です。
・大型バス及びシャトルバスによるお
客様送迎
・三島駅、伊豆長岡駅と本館や別館の
間を送迎

パート労働者 交替制あり 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時30分～22時00

時給

920円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

68

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～20時00

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

67

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方950円～1,200円66

ホテルの調理スタッ
フ／伊豆長岡金城館

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-948-5577 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1740321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0722 従業員数 34人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 1648121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-0722 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1650221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 050-3733-3443 従業員数 45人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 33080- 1697821 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-944-2331 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1699121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1642221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 6363021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8586621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8588121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8589021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8590221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8591521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8592421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

時給 (2)15時30分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,200円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

91

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル土
肥

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給 (2)18時00分～21時00

920円～920円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

90

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～10時00分

時給

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

89

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～21時00

930円～1,100円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

88

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル土肥

・お客様対応
・お料理の補充や下膳
・食器類の補充
・バイキング会場の片づけ等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

時給

920円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

87

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル土肥

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市冷川１５２３－１０
８
農協共済　中伊豆リハビリテー
ションセンター

86

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル土肥

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～960円

静岡県伊豆の国市長岡５２８

85

（請）調理補助／伊
豆市冷川

入院患者様への食事提供における、調
理補助、盛付
食器及び使用した器具の洗浄・消毒
調理室の洗浄など


パート労働者 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時00分～20時00

時給

918円～984円
又は7時45分～16時00

静岡県伊豆の国市奈古谷２２１６－１

84

調理員 保育園給食調理・配膳業務、片付け
（盛り付け、野菜のキザミ、焼き物、
煮物等の作業）

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～950円

自宅を拠点とした訪問介護業務
主な担当エリア：伊豆の国市、富
士市、三島市、沼津市、及び周辺
地域

83

現場作業員 ・ゴミ収集、草刈作業、道路清掃、側
溝清掃、その他伊豆エメラル
　ドタウン別荘地内の環境整備全般の
作業が中心となり、屋外での
　作業が中心となります。
・作業は基本２人一組で行います。
作業方法については一緒に組む職員が

パート労働者 伊豆エメラルドタウン管理組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)22時00分～7時00分 介護職経験者優遇
＊未経験者の方も、
応募歓迎します。

1,200円～1,200円

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１

82

訪問介護（雇用型）
／静岡（伊豆の国、
富士、三島、沼津）

ＡＬＳや筋ジストロフィー、脊髄損傷
など重度の障害をお持ちの方のご自宅
へ訪問して頂き、日常生活のサポート
をして頂きます。
・食事の介助　　　　　　・就寝中の
見守り
・家事の援助　　　　　　・定時の排

パート労働者 株式会社　土屋
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)9時00分～18時00分 調理師等給食業務に
関する資格913円～985円 (3)15時00分～18時00

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１

81

調理員 老人ホームの入所者６０名の食事に関
する業務です。
朝食・昼食・夕食のほか、１４時半に
オヤツがあります。

パート労働者 交替制あり 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～15時00分

時給 老人ホーム等での勤
務経験があれば尚
可。

935円～935円

静岡県伊豆の国市中條２３４－２

80

介護職員（夜勤専
門）

支援員：養護老人ホーム入居者の介護
及び支援業務で夜間専門の仕事になり
ます。

（１ヶ月単位の変形労働時間制となっ
ており、月１０回程度の夜勤業務の募
集になります。）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時45分～8時45分

時給 (2)8時30分～17時30分

920円～990円 (3)10時00分～19時00
又は7時00分～19時00

79

介護職（にらやま） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は４８名です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8593321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 8595921 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13200- 3661421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-5163-3349 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1652421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-67-1270 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22100- 2169421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保健師

求人番号: 22050- 1636421 各種保険： 公災 月平均 社会福祉士

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1638621 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1779721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1780521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-4381 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1726121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-978-1021 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1703821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13200- 3655621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-2265 従業員数 84人

年　　齢: 不問 休　　日： 月土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1639921 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町塚本　９６１

時給 エクセル・ワード等
でのデータ入力、会
計処理、文書作成

949円～1,115円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１
軽費富士見が丘いこいの園　シ
ダックス店

104

ＰＴＡ事務局臨時職
員

田方農業高校事務室でのＰＴＡ事務局
業務及び進路室での進路関係事務補助
・ＰＴＡ関連業務全般（主に会計処
理）
・進路関係データ入力等
・ＰＣ操作（エクセル、ワード）

パート労働者 静岡県立田方農業高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給 (2)9時00分～14時00分

950円～980円 (3)13時30分～18時30

静岡県田方郡函南町平井６１４

103

調理補助／田方郡函
南町大竹

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など
★土日祝出られる方歓迎★
※２０２２年２月オープン店

〈食数〉朝：７０食　昼：７０食
夕：７０食

パート労働者 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)17時00分～20時00

940円～940円
又は11時00分～14時00

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４６８
南箱根ダイヤランド３３－４０１

102

ホール ・開店前の準備
・受付
・オーダーとり
・食事の配膳
・片づけ・準備
・会計
・ホールやトイレの清掃

パート労働者 株式会社　エバランド（陸茶坊）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給 建築関係の元職人さ
ん大歓迎1,200円～1,600円

又は8時30分～17時00

静岡県田方郡函南町畑３５７

101

建築補助作業 ＊建築現場での補助作業です。
・現場は函南町内が中心です。　
・社有車に乗り換えて現場へ行きま
す。　　　
・材料の運搬、及び軽作業などがあり
ます。
・現場での清掃・片付け・雑用（草刈

パート労働者 株式会社　モア
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

日給

1,300円～1,600円

静岡県田方郡函南町畑３５７

100

現場作業員 工事現場の作業（土砂の掘削、埋め戻
し、締め固め、コンクリートの練り・
流し込み等）をしていただきます。
材料の運搬作業、現場の片付け作業、
その他軽作業もお願いいたします。
上記内容に付帯する業務もあります。
　

パート労働者 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,300円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

99

事務員 ＊一般事務

　・パソコンを使って各種書類の作成

　・その他
　　パソコン業務
　（Ｅｘｃｅｌ　Ｗｏｒｄ、写真、文

パート労働者 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし

時給

925円～925円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

98

事務補助 ＜事務補助＞
・書類作成補助、電話の取次ぎ、来客
対応、パソコンによるデータ入力、資
料配布事務　等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 パソコンの操作がで
きる人（ワード・エ
クセル）

1,600円～1,600円
又は8時30分～19時00

静岡県伊豆市八幡１２３
【特別養護老人ホーム　中伊豆】

97

介護認定調査員 ＜介護認定調査員＞
介護を必要とする高齢者に対して介護
度の一次判定をしていただきます。

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～20時00 福祉施設での、調理
補助経験あれば尚
可。

915円～1,100円

静岡県伊豆市城２５－１　城平会館

96

（請）調理補助 【特別養護老人ホーム　中伊豆】福祉
施設内厨房にて、盛付、配膳、食器洗
浄、厨房内清掃などを、行っていただ
きます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　クリエイティブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

930円～950円

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺　シダックス
店

95

学習プリント　採点
スタッフ

学習したプリントの採点をお願いします。 パート労働者 公文式　大見教室
雇用期間の定めなし (1)14時30分～17時00

時給 (2)7時00分～12時00分

950円～980円 (3)8時30分～14時00分

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

94

調理補助／伊豆市熊
坂

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

★土日祝出られる方歓迎★

〈食数〉朝：１００食　昼：９５食
夕：９５食

パート労働者 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時30分～11時00分

時給

950円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

93

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時30分～20時00

920円～1,000円92

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11030- 6546721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-970-1055 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1736721 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2336421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2338621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 2344421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1709921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1712221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0544-52-0333 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22070- 1063821 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 053-431-0880 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月水木金他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020- 4884321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-6157 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  538321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14070-  948121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6635-1833 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-22084721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0287-62-3244 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 09120-  833721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－８６

時給

950円～1,000円

静岡県伊東市宇佐美字上生戸４７
５番地２
伊豆ビューグランドハイツ（自社
施設）

117

アジアンレストラン
店員（伊豆高原）
【急募】

＊伊豆高原にあります「アジアンオー
ルドバザール」に
　おいて、レストランの調理と接客等
を行う業務です。
　
＊主にホール、接客、調理補助　その
他

パート労働者 株式会社　鈴屋
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～17時00

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～1,200円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市荻７３６
「ハンディホームセンター伊東物
流センター」

116

【急募】マンション
事務管理（パート）
／伊東市

・簡単な会計事務・事務管理
・パソコンによる集計業務
・郵便物の仕訳
・管理人サポート業務　等




パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東邸管理　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

970円～970円
又は7時30分～17時00

静岡県伊東市吉田１７５

115

商品積込・ピッキン
グ　（伊東物流セン
ター）

「ハンディホームセンター　伊東物流
センター」での仕事です。
◎メーカーより納品された商品を店舗
別に仕分けるピッキングが主な業務で
す。
◎仕分けした商品をトラックに積込む
作業もあります。

パート労働者 株式会社　マキバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～15時30分

時給 経理業務や事務員の
経験あれば尚可
パソコン操作

1,000円～1,200円

静岡県伊東市玖須美元和田７２０
－１４３
【大豆畑アピタ伊東店】

114

一般事務 自動車販売に関わる事務が主な仕事で
す。
車両登録書類作成　
事務パソコン入力　書類整理
車両の洗車　掃除　等

※車の回送や移動など、運転業務があ

パート労働者 ＪＡＭ３５
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給

920円～920円
又は8時00分～20時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９
　伊東マリンタウン施設　内

113

惣菜製造販売（大豆
畑アピタ伊東店）

惣菜の製造販売
※未経験の方歓迎です。

パート労働者 株式会社　ボン・シック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～14時00分

時給 (2)10時00分～18時00 販売業務経験

913円～1,000円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

112

あさぎりマリンタウ
ン店　販売スタッフ

＊観光施設での乳製品販売スタッフ業
務
・道の駅「伊東マリンタウンの当社直
営売店にて、牛乳、乳製品、
　ソフトクリーム等の販売業務に携
わっていただきます。
・接客、注文受け、加工、販売業務

パート労働者 交替制あり 朝霧乳業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給 介護職経験者

1,100円～1,200円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

111

介護職員（夜勤専
従）

軽費老人ホーム及びショートステイ利
用者の介護をしていただきます。
利用者の夜間介護（歩行・排泄・入
力・着替え・その他のサポート等）、
巡視をしていただきます。利用者の様
子、介護事項等をパソコンへ入力して
いだきます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） （福）日本民生福祉協会　軽費老人ホーム　富士見が丘いこいの園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時50分～7時30分

時給 (2)9時30分～18時30分

1,100円～1,200円 (3)12時30分～21時30

静岡県田方郡　函南町間宮７３４
－３
ル・グランガーデン函南　他

110

介護職員 軽費老人ホーム及びショートステイ利
用者の介護をしていただきます。
利用者の介護（食事・歩行・排泄・入
浴・着替え・レクリエーション・その
他行事のサポート等）をしていただき
ます。利用者の日常の様子、介護事項
等をパソコンへ入力していただきま

パート労働者 交替制あり （福）日本民生福祉協会　軽費老人ホーム　富士見が丘いこいの園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給

1,050円～1,050円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　介護付有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン函南」

109

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　介護付有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン函南」

108

正看護師（ル・グラ
ンガーデン函南）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

パート労働者 交替制あり 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町仁田８７－８

107

准看護師（ル・グラ
ンガーデン函南）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

パート労働者 交替制あり 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)14時20分～17時50 病院勤務経験者尚可
ですが、これまでに
泌尿器科の経験がな

1,450円～1,650円
又は8時00分～17時50

静岡県田方郡函南町仁田１４９－
１　西原様借店舗　２階　Ａ号室
「ペッピーキッズクラブ函南教
室」

106

看護師 診療補助　診療記録補助　検査補助　
医師の指示による処置（採血、点滴、
注射など）　
医療機器洗浄　
患者さんへの案内対応　電話対応　清
掃等

パート労働者 かんなみ仁田クリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時30分

時給 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

105

子ども英会話講師
［田方郡函南町／函
南教室］

直営の教室にて、幼児から高校生まで
の子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきま
す。
・英会話レッスン、文法レッスンの提
供
・会員、保護者対応　　　　・各種イ

パート労働者 イッティージャパンイースト株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-37-6706 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  553421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  552521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  554321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  555621 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-37-3133 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  532021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0109 従業員数 67人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  543221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0109 従業員数 67人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  544521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7794621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7799821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7804821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7811721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7817621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7823421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,300円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

130

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)18時00分～23時00

920円～1,100円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

129

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時00分

時給

920円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

128

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行いますの
で、未経験の方も安心してご応募いた

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～21時30

950円～1,200円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

127

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル

・お客様対応
・お料理の補充や下膳
・食器類の補充
・バイキング会場の片づけ等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

950円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

126

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市竹の内１丁目５番１４号

125

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～920円

静岡県伊東市竹の内１丁目５番１４号

124

レストラン洗い場業
務（アルバイト）

東急ハーヴェストクラブ伊東のレスト
ランにおける、洗い場の仕事です。

○下げられた食器類の洗浄（機械及び
手洗いによる洗浄）

○使用した調理器具の洗浄・整理

パート労働者 東急リゾーツ＆ステイ　株式会社
『東急ハーヴェストクラブ伊東』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時00分

時給

1,000円～1,000円
又は22時00分～8時00

静岡県伊東市猪戸２－３－１

123

ホテルのナイトフロ
ント（アルバイト）

会員制リゾートホテルにおける、ナイ
トフロントの仕事です。
○チェックイン・チェックアウトなど
の接客対応、精算、等
○予約電話応対
○予約システム等の入力
○売店の接客対応、精算業務、等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東急リゾーツ＆ステイ　株式会社
『東急ハーヴェストクラブ伊東』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円

茄子のはな（伊東市池６３５－１
３５）
月のうさぎ（伊東市富戸１２９９
－３）の何れか

122

ホテル客室清掃員
（責任者候補）

客室清掃全般

使用済みのリネンだし
ゴミの回収
ベッドメイク
バキューム　他


パート労働者 交替制あり 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
ラフォーレ倶楽部　伊東温泉　湯の庭雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,200円
又は8時30分～21時00

茄子のはな（伊東市池６３５－１
３５）
月のうさぎ（伊東市富戸１２９９
－３）の何れか

121

洗い場スタッフ 旅館内のお食事処における、清掃・食
器洗浄等のお仕事です。

○拭き掃除
○食器セット
○皿洗い、等


パート労働者 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給 (2)16時30分～20時30

1,000円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市岡１３９１

120

おもてなしコーディ
ネーター（朝食時、
等）

旅館のおもてなしコーディネーターと
して、お客様の接客を担当していただ
きます。
○朝食時の配膳、接客、片付け、等
○チェックアウト対応
○簡単な清掃　等


パート労働者 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 調理経験

913円～913円

静岡県伊東市湯川１丁目３番３号　　上條ビル５階

119

従業員食堂【ハトヤ
ホテル】

従業員食堂の賄い関係となります（昼
食・夕食準備）

☆調理、食材管理、仕入管理、食堂内
の掃除等

※４０～５０食程度の調理となりま

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時00分

時給 会計事務所経験、経
理事務経験950円～1,000円

又は8時50分～17時30

118

税務会計事務 事業所内での会計データの入力業務、
財務諸表の作成業務を中心におこなっ
ていただきます。

※パソコンは会計及び税務の専用ソフ
ト・ワード・エクセル・パワーポイン
トを使用します。

パート労働者 辻・本郷税理士法人　伊東事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7828021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 7832321 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7868121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7872421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7882621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7888221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7891621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7893121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 7897221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 7899421 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8093921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8496421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8498621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

時給

950円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

143

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル松川館

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県下田市武ガ浜６－１２
（下田伊東園ホテルはな岬）

142

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル松川館

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

141

ホテルの客室清掃ス
タッフ／下田伊東園
ホテルはな岬

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

140

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時30分～21時00

920円～1,150円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

139

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,300円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

138

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル別
館

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)18時00分～23時00

920円～1,200円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

137

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

920円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊藤園ホテル別館）

136

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～22時30

950円～1,200円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

135

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル別館

・お客様対応
・お料理の補充や下膳
・食器類の補充
・バイキング会場の片づけ等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

950円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

134

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル別館

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

133

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル別館

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

132

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～20時30

920円～1,150円131

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8499921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8500421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8502621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8505021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8506721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 8507821 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 0557-52-0303 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  501521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  502421 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  503321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9229 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  506121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7000 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1685221 各種保険： 労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-24258121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-2660 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  518221 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

伊東市八幡野１７４１－４９

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１３２６－５
八幡野温泉郷　杜の湯　きらの里
（当社施設）

156

調理スタッフ ●断食と食養生の施設で、自然食の調
理が主な仕事です。

その他の業務

●フロントにて接客


パート労働者 交替制あり 有限会社　やすらぎの里　本館
雇用期間の定めなし (1)7時30分～19時00分

時給 (2)16時00分～22時30 接客業経験

1,050円～1,050円

静岡県伊東市富戸１３１７－５８
４
【グランピング　伊豆シャボテン
ヴィレッジ】

155

八幡野温泉郷　杜の
湯　きらの里／レス
トランスタッフ

当社直営リゾートホテル内、レストラ
ンホール業務全般

・お客様案内
・配膳、下膳
・ホール清掃
・簡単な調理補助

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

1,000円～1,100円

静岡県伊東市八幡野１０８６－６６

154

グランピングの食事
サービス・片付け全
般　◆急募◆

○施設内グランピングの夕食の準備
○各テントへの配膳・片付け等
　（シェフの作った料理を配膳する作
業です）
※場合により、洗浄作業をお願いする
こともあります。
○カートに乗り、各テントへの移動を

パート労働者 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～20時30

時給 (2)10時00分～14時00

1,000円～1,000円
又は10時30分～14時30

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

153

【未経験の方歓迎】
宿泊施設内の客室及
び共用部の清掃

★未経験からできるお仕事なので、安
心してご応募ください。

主な清掃の仕事について
○客室清掃
○温泉の清掃
○トイレの清掃

パート労働者 ＷＥ　ＨＯＭＥ　ＶＩＬＬＡ　城ヶ崎温泉
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

152

大浴場の受付及び清
掃業務

●大浴場の受付対応（５：３０～１
０：００）
◎定期的に脱衣所の除菌の為、入室す
ることもあります。

●大浴場と脱衣所の清掃（１０：００
～１４：３０）

パート労働者 リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県伊東市富戸１１６９－２０

151

ホテル客室清掃およ
びパブリック（共用
部分）の清掃

会員制ホテルの客室及びパブリック
（共用部分）の清掃業務全般
掃除用の機械を使用しての作業もあり
ます。

●客室清掃
　ベッドメイク、掃除機がけ、冷蔵庫

パート労働者 交替制あり リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

150

清掃　◆急募◆ 旅館における清掃業務（主に客室清
掃）
・掃除機がけ
・ゴミ集め
・拭き掃除
・トイレ、洗面、お風呂の水回り清掃
・シーツ交換

パート労働者 有限会社　ラグドール
　旅亭懐石　曽我雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

920円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

149

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)17時00分～20時00

950円～1,150円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

148

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)15時30分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,300円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

147

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル松
川館

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)19時00分～22時00

920円～1,200円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

146

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～11時00分

時給

920円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

145

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～21時30

950円～1,200円144

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル松川
館

・お客様対応
・お料理の補充や下膳
・食器類の補充
・バイキング会場の片づけ等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13200- 3660521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-4900 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  493021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-5777 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  528521 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-44-5777 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  529421 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-45-6296 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  490621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-35-3022 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052-  546321 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  536521 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  537421 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  491921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-44-2222 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052-  508721 各種保険： 雇用・労災・公災・健康 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  512621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  513921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  515021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市荻５７８－３
　児童発達支援センタークロー
バー

時給 幼児の療育関係の業
務経験あれば尚可。
経験ない方も相談に

950円～1,100円

静岡県伊東市荻７７２－１
　『奥野苑デイサービスセン
ター』

169

保育士・児童指導員
【児童発達支援セン
タークローバー】

★土日休み。週３日～４日勤務。

児童発達支援センターで提供する【児
童発達支援】の業務を
行います。

※児童発達支援とは、発達の遅れや障

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給 (2)15時45分～17時45

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸１２１９－５
『特別養護老人ホーム城ヶ崎いこ
いの園』

168

運転手【奥野苑デイ
サービスセンター】

高齢者デイサービスセンターにおける
送迎車両の運転業務

○ワゴンタイプの車両の運転となりま
す。

○１台の車両で５～７名程度のご利用

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

時給

930円～1,100円

静岡県伊東市岡１３０７－５

167

調理員　【特別養護
老人ホーム城ヶ崎い
こいの園】

～調理のおシゴトに興味のある方歓迎
します！～
特別養護老人ホームにおけるご利用者
様の食事の調理、配膳等短時
間のお仕事です。

・調理、仕込み、盛り付け、配膳、下

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～13時30分

時給 介護職員初任者研修
又はヘルパー２級以
上、介護福祉士

915円～1,300円

静岡県伊東市八幡野１０２７

166

介護職員　◆急募◆ 老人介護施設（デイサービス）での高
齢者等の介護業務

○デイサービスに通われる利用者の送
迎
　食事・入浴・排泄、等の支援


パート労働者 株式会社　ライフケア伊豆
『ライフケア　大山の里』雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市南町１－４－１２

165

施設維持【事務管理
課】

高齢者コミュニティ（有料老人ホー
ム）施設内の庭園管理と設備維持管理
の仕事です。
○草刈り・剪定等の庭園管理業務
○設備機器類の日常点検、定期点検
○入居者様からの要望対応
○各課からの依頼業務対応

パート労働者 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 高齢者施設での介護
業務経験６ヶ月以上994円～1,066円

静岡県伊東市南町１－４－１２

164

夜勤介護スタッフ
（高齢者グループ
ホーム）

●介護職全般
１６時～翌１０時の夜勤帯は、１ユ
ニット（９名）の
ご入居者様のケア全般を担当頂きま
す。
当社のグループホームでは調理スタッ
フがおりレシピも

パート労働者 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス　株式会社
『愛の家グループホーム伊東南町』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～10時00

時給 (2)9時30分～18時30分 ※介護未経験、異業
種からのチャレンジ
も歓迎します。

994円～1,066円 (3)16時00分～10時00

静岡県伊東市岡１７１－２

163

介護職員：認知症高
齢者グループホーム
◆未経験者歓迎

・ご入居者の生活リズムや趣味活動
（散歩、外出、園芸など）に寄り添い
つつ、お掃除やお洗濯などの自立を促
す支援を行います。
・原則１ユニット９名のご入居者のケ
ア全般を、日中２・３名（早番・遅
番）と夜勤１名で担当。イベントなど

パート労働者 交替制あり メディカル・ケア・サービス　株式会社
『愛の家グループホーム伊東南町』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時15分～16時15分

時給 介護職の経験

950円～970円
又は10時00分～19時00

静岡県伊東市十足６２６

162

介護員 介護施設での入居者の生活に関わる介
助業務
○食事介助
○入浴介助
○排泄介助
○病院受診時の付き添い　


パート労働者 交替制あり 株式会社伊豆の里　介護付有料老人ホーム　　　　　　　　　　　サンリッチ伊東
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

時給

1,000円～1,400円

静岡県伊東市川奈１４３９－１

161

自動車整備士・鈑金
塗装工の補助または
見習い

自動車整備の補助
自動車鈑金塗装の補助
車の引取、納車
洗車、車内清掃等の付随業務

●補助的な仕事内容なので、難しい作
業ではありません。

パート労働者 有限会社　ボディーショップ　新生
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

920円～1,000円
又は11時00分～17時00

静岡県伊東市川奈１４３９－１

160

レストラン＆カフェ
のホールスタッフ

ステンドグラス美術館に併設している
イタリアンレストラン、カフェにて料
理の提供、片づけ等の飲食全般の業務
になります。

本格的なイタリア料理を学びながら、
レストランやカフェという雰囲気の違

パート労働者 交替制あり 伊豆高原ミッシェルガーデンコート
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

時給

920円～1,000円
又は10時00分～17時00

静岡県伊東市中央町１３－３９　ホテルリーデント１Ｆ

159

美術館フロント＆カ
フェのホールスタッ
フ

ステンドグラス美術館のフロント業務
が中心となります。
ショップや併設しているカフェのお客
様対応も含みます。
目の前には海が広がり、色鮮やかなス
テンドグラスに囲まれながらのお仕事
です！ブライダルやレストランもある

パート労働者 交替制あり 伊豆高原ミッシェルガーデンコート
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

時給 (2)14時00分～17時00

950円～1,100円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

158

フェイシャルエステ
スタッフ化粧品販売

エステ、メイク、接客、化粧品販売
○開店前の清掃・準備
○お客様の管理業務
○案内状発送などの事務業務

★初心者でもエステ・メイクに興味の
ある方、

パート労働者 交替制あり ＣＰサロン　ル・パラディ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時00分

時給 (2)13時00分～19時00

920円～930円157

調理補助／伊東市萩 盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

★土日祝出られる方歓迎★

〈食数〉朝６０食、昼１２０食、夕７
０食

パート労働者 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時15分～11時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  520321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  521621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-6237 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  492121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22100- 2328221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22100- 2346521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5212-7400 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-23610621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5212-7400 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-23616221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5212-7400 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-23709321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5212-7400 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-23711021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市富戸１３１７－３１
５５
サンダンス・リゾート伊豆高原
（当社運営）

時給

1,300円～1,300円

静岡県伊東市富戸字街道下１０２
９－５７
サンダンス・リゾート伊豆高原Ａ
ＮＮＥＸ（当社運営）

178

リゾートホテル調理
補助パートスタッフ
／伊東市

会員制リゾートホテル内レストランでの調理補助パート労働者 ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)16時30分～20時30

時給

1,300円～1,300円

静岡県伊東市富戸１３１７－３１
５５
サンダンス・リゾート　伊豆高原

177

リゾートホテル調理
補助パートスタッフ
／伊東市

会員制リゾートホテル内レストランでの調理補助パート労働者 ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)16時30分～20時30

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市富戸字街道下１０２
９－５７
サンダンスリゾート伊豆高原ＡＮ
ＮＥＸ

176

リゾートホテル清掃
スタッフ／伊東市

会員制リゾートホテル内での客室館内
清掃

１日３～５部屋の清掃なので重労働で
はありません。
ひとりで１部屋を清掃するのでモクモ
ク働けます。

パート労働者 ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市鎌田字城平ノ上１２
７８－１
カインズ伊東店

175

リゾートホテル清掃
スタッフ／伊東市

会員制リゾートホテル内での客室清掃 パート労働者 ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

913円～913円

静岡県伊東市八幡野１１４３－１
カインズ伊豆高原店

174

（請）日常清掃（カ
インズ伊東店）

「カインズ伊東店」において、店舗内
外の清掃業務を担当していただきま
す。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

時給

913円～913円

静岡県伊東市新井２－４－１４
　伊東ダイビングサービス

173

（請）日常清掃（カ
インズ伊豆高原店）

「カインズ伊豆高原店」において、店
舗内外の清掃業務を担当していただき
ます。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～9時00分

時給

950円～950円
又は9時00分～17時00

伊東市内４ヶ所：『クラシオンカ
フェ（末広町６－１）』
『デポルテ（川奈１２２０－
１）』『フルーズ（音無町５－

172

受付及び一般事務 伊東ダイビングサービス、マリンロー
ド両方での勤務となります。

○ダイビングや、イルカなど自然体験
プログラムに関する電話対応　受付、
精算業務
○事務業務（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、

パート労働者 株式会社マリンロード
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時30分

時給

1,010円～1,270円
又は8時00分～17時00

「クラシオンカフェ」（伊東市末広町）、他伊東市内４ヶ所

171

介護職員（デイサー
ビス）【伊東】

○デイサービスに通われる高齢者等の
介護、及び関連業務を
　行います。
○目的に合わせ、充実した時間が過ご
せるよう支援します。
○ご自宅からの送迎、レクリエーショ
ン、趣味活動、入浴、

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,100円170

調理職　【伊東】 デイサービス等における利用者様及び
職員の昼食を作っていただきます。
（４０～５０食程度）

○仕込み、調理、盛り付け、片付け、
清掃、等


パート労働者 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分
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